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知 足

削l支部長 加藤芳保

l'iJ:，宮Aの特級))におかれま しては、係々ご他JJJJのことと、お泣;びrlJし上げます。11引は同窓会前

動に対して、ご四119'(とご協力をl!易り!感謝rpしあげます。

森 11 1執行出1\がスター卜して半年が過ぎましたが、 'Ji-:~佐執行も }11i'l訓に進み、次年度の 'J~~ ，iI.FlJjをた

てる段|併となり、千十}IIJ役員も知恵をしぼり合っています。

9 ) J末には、!'ill!:党総裁選挙にて小泉総JlIlが再選され、郁二次小泉|人j陪!となりました。航法改，1(.:

推進内I~l といわれ、郵政民営化をはじめ、 rk4.長押にも線々な改 J広が実行されていきます。 |夫被の効

率化とIT化は、そのr，.'でも特に重用視されているようです。

この医抑改革が将米的に見ればどうかということに対してはっきりJ91~りませんが、灼UYJ i'10 に見れ

ば我々にと って厳しい環境であることは、まちがいのないことの絡に思われます。

内|州市のtJ例経済報告刊 (9月)によれば、 r)jt~( は、t!J;ち ïl~( しに向けた動きがみられる。」 と報

告されていますが、我々の)j(気には持ちn¥しの兆しすら比あたりません。

社会・ l二|然環境においては、犯罪が激明し、災計 ・j血誌が多発しています。歯科医r.lli本人が、ま

た前科|長|出fl体が、これらに直接巻き込まれることも多く、現にここ l年位の問に我々同窓生のやl'

1mが数人これらの犯罪や災害に直面しております。これら厳しい環境の中で 「どう 生きればよいの

か」という命制に対して多くの評論家は r1':1己のな識改革が必要である。」と説いています。先が

見えない I~.J事感、老後や将来に対する不安感、r'l然災;ii:に対する畏敬の念……。 これら不安な材料

に対して、彼らは次の線に語っています。先はもともと比えないもの。将来が比えるブiがおかしい。

いつの祉にも不安はあるもの。老後に対する不安は、li然であって、不安の無い老後はない。u然と

はもともと思うようにはならないもの。人の)Jでどうこうしようとする方がおかしい。それより、

LI分がどう生きるかという「強い立志」を持て。この氾:志が有るか無いかが問題である・・・・・・と。

これらの話をIJfJいているうちに、自分が何となく別会Lづけられている感じが生れてくるから不思

議なもので、す。またこれらの話をIJHいて思い/1¥す言葉があります。老子の「足るを長11る者は'f;'"むJ
です。欲を抗てて現状に満足することのできるお-は、相や11的にi泣かでいられるというな|床で似われ

る百-諜です。

『自llt、立芯.:Jと rJ.1I足jという精神はこんなi止の'1'に生きる技々には必要かもしれません。それ

ともう lつは 「仲I:U:ti:識Jです。仲間にも男気づけられることが多くあります。

幸にして花々同窓会には2630人のや"IIIJがいます。{IJIUl]の平r:伝にも大きいものがあります。

森I.U支部長をはじめ執行部一向、この 「仲UHJJ:，滋」の1fJJ掛に努め同窓会活動を していく所存です。

宜しくお願い放します。

内
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各 局 活:動 状 j兄

〉歩 外

平成15年度十三校会

n 11寺:平成15イ1:7 ) J 26 LI (:i:) 午後 6時~

場所 :アパホテル

怜事校 : 愛知l学院大学的うよ:古1\同窓会愛知県支~'iIS

平成15(，1三位-1':校会が、 7 )-J 26日愛知l学院大

学的学部同窓会愛知県文部の幹事校にて、アパ

ホテルで開催されました。総会におきましてみ;

1"1':1宇事校が、 l:vJ11 )ぷtt~:ì"r~~I\ 1百l窓会愛知県支庁11

に決定いたしました。その後、愛知県前科医日III

会会長であられます、 '::';H一弘先生の11寺川i1JYtuii

会がl)fJかれ、大変J3北のある講演をしていただ

きました。尚、 当11は懇親会のmu二にて符村会

長の就任のお机し、を l-i校一同でおこないまし

た。

第10回 歯学部同窓会愛知県支部と歯科技工専

門学校同窓会愛知県支部(技朋会)との懇談会

11 11寺:平成15(，ド 8) J 21 H (村午後 7時~

場・ 所 :ホテルオークラレス トラ ン 「桃花林J

II'，J，'(，'者 ・技!日l会 文郎長 杉本紘千

MtJ文部長 斎}U~ギ犬

~tJq益 出f'lI1I::t ，;J 

~!I!_ ~ J j， (会~~十) 安IIIJJ史紀

.fl1!_'Ji， ('‘戸術) '11村正よ

愛知県支部文部長 森川 1 : 

MIJ文部長 木村11(1):: 

専務 鈴木他三

常務 (学術) 青木 ~i'i 

J][ 'JI: (渉外) (1ω1:俊紘

協議事項

①新役貝の紹介

②技朋会愛知県文部創立10周年記念講wrにつ

いて

10周年記念排出会を平成155"j::9 )~ 2111 (1ニ1)に

愛知学院大学的学部附kJ:I病院第 1教室にお

いて|井l催。講f:11iは湯本裕手1I先生に 『ネクス

ト社会をめ ざす、おカネの話jと題し講演

会を|井11mするので手千JJI長に講演会のお知 ら

せをFAXする 'Ji-に決まり ました。

第 8回「班長及び、県歯理事、室・部・委員、

連盟理事、県歯代議員、地区会長 ・役員と支部

役員との懇談会」

来賓

・愛知学院学院長 小山忠孝先住

.愛知l学院大学l治学部附属病院病院長

~1:I .f・l' i羊うし'1:，

・愛知県l*i科医師会会長 官村一弘光'1:，

・名古屋市前科医師会会長 小林H士之判i先生

.愛知l学院大学術学部llioJ窓会会長

-参議院議μ

・衆議院議員

・4〆1，li!原市議会議u
. }壬張1!!iïJj :L~ 

三輪 Lli光州

大!副長久光'1:，

古附ョド弘先'1:，

1両l本持|ゆ先'1:，

谷LJ幸ifi先'1:，

911 4日制午後 611.¥;より名古屋ガーデンパレ

スにおいて、上記の米貨の先生方をお招きし、

椋傍の懇談会をIJM1mしました。

この懇談会は、愛知県附科医師会役日の改選

1I，¥;jVJに合わせて川窓会愛9;11V，~文部が1! f.I1Hlし、 今

lulで 8同日を数えるまでになりました。今川よ

り役員の任期が2イドに変則されたのを受けて 2

{rぶりの附1mになりました。 ご来3支の先生)jに
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くわえ、表題の役l般に就いておられる!日j窓生及

び愛知県内の行政機|別に本職しておられるIriJ窓

/ト.に参加をお願いした車内米、全対象者616t，'I'

250t，余りのご山n行をmきました。

鈴木健三専務理rr~ドの司会のもと、促15{忠五五而lJ

文 i~I\1毛の IJfJ会の昨に続き、 tt川{て文部長が挨拶

の ' 1'で「愛知l学院大学 ùl;j''t ;~I\ I ， iJ J宮、LI:.の愛知県前

科|欠r:iIi会で‘の重要性及び、 l'iJ窓生会1..1の結束の

市民ttJについて話がありました。

その後、来賓走行介の後それぞれの先生方より

ご挨般をl!易り、小林lll:之-N i名， 'ih~市歯科医師会

会長による乾杯のこ~1bl{にて、 IJWffとなりまし

た。久しぶりに I'f会する削も多く 椛況に甚が進

む'1'、恒例の11'，席者紺介に移りました。班長、

1'， ~1*ì里H'Ji.、地区歯科医師会以にな馴していただ

き、それぞれ自己紺介を ~rtねご挨拶をいただき

ました。 以後に佐藤弘子ヰ II:~;I: J J j.の n'ïiJiで参加者・~~

uで万歳 :I't'，をし、会を閉じました。

、'i11、ご多忙rl'ご参加mきました米賓の先生

)jをはじめ、多くの同窓~J:.の先生)j誠に有り ~m

うございました。 この紙Tfliをお{lfりいたしまし

て、 I!，[く御礼1'1]しUfます。

• • • • • 

組織局

平成15年度第 1回班長会報告

1111キ:平成15年 7月12円(:U 午後 611キ~

場所:ローズコートホテル

ヂ成15年度第 11m班長会が上記のn程にて行

われました。各班のJJI長先'1てには、お忙しいと

ころ1I'，}，'j';していただきましであ りがとうござい

ました。

保}J;ll，iIJ支点1¥長のIJf.J会の昨に始まり、み;I，r}立か

ら新文部長に就任した科川支部長より挨拶があ

りました。if.¥版iなくしてはなにも成り立たな

いし、なにもず1たないことを IJFに銘じて役!~-

l'iJ会uのよりどころとなるようなl'iJJ宮、会をt-I桁

して 2年111]îift~.長ります。J との抱負を述べられ

ました。 その後、大1:~}P.f久参 l議院議片、古川tf<

1出抗議以、岡本'itf.tW:名，'，.・};}.di議会議l..1の挨ゆが

ありました。

続いて各政tの近況判ifV、み:i~i\ 純iFJ、各}"J~l;';' 、

'}t明~JUJ'iが執り行われました。

近況報告の仁l'では、本イ1:泣から全39腕，IJ29JJj 

のHI:長先生が新しくなりましたので、 ドl己紺介

を ~rtねて}yJ の近況耕作をしていただきました。

名 }"Jからは本年度の・wr~ 予定のキ11符がありま

した。腕からの安里1・]i.Jl'iでは、相IlL扶助システ

ムの休業補償制度におけるドナーの検討 (阿

出・峨立)、会員名前Fの1M，'夜、J巴fbiH法 (ll_ti;(f 

11 JI:、 j言 'Jl~l也) 、 会伐についての11 11 1] (半[11)、

l'iJ窓会1..1の選挙における前助について (尾北)

などがあり市発な討議がされました。

i毛'krlllJ山附していただきました班長先生あり

がとうございました。'，'::1(liをお11fりしてお礼ql

し卜.げます。

その後、|司会場にて恕親会が1mかれ、渡辺iI:

I : ~参う (り，~議会長)から侠fþ も m き手11気品々と

したすよptj気のι1.'、班長先住)jとIIiJ窓会役1..1との

恕却が深められました。

-4 -



〔第 i7 ~j') 

d 
消 2害事
本写室主

話事法
4主 '議 ミ霊

堂事長

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報

平成15年度臨時班長会報告

十IlIl:平成15"1:9 )) 20 11 t上) 午後 611，)・~

場所 :歯学部州フじ午:合 第 1講義主

( '1i./l反J5{1:11) J) 

I.i)窓会愛知県文部代議1-1.rでi川‘?')]、)'，をずt
てる会J. I，i)窓会愛知県支部11寺}"J対掠安11・|災

掠問題研究委1-1の先生方にも II'，}市していただき

IJf.J11iiされました。

解散総選挙にlilJけて、l'iJ窓会が ':l主卜H結 して

， 'f nl ~~i弘れ を比、援していく こと にì)~まりました。 したが、 60数名のl隠講者がありました。

北村・教授より 「比!I妥脱出Ij守:から比た#lと口腔

J，!;J jJ1の )，H，:Wt造J と題して、f(I，刻、 IllIj生類、Jf~

虫剤、 '(~Hi 、 llllì礼頒へとの、 i:，にI¥l:i'の進化につ

いてお，itiいだきま した。 H立31'イl'liijに発生 し

たlllli.:rL#iの大rlWiは|径紘で‘食物を切り主IJみ、く

ぼみでが"しつぶすという岐介様式を、現存まで

1~~守(I'~ にγ り続けて、 l!lll~f1することを狼f与した

ことを、スライドを通して、わかりやすく伝え

ていただきました。

続いてif.t，.+: tIjYt (:lliより rl!lLl鴨と'J:.il日早i'lf1病」と

出して、 1111.1悦と老化 ・記'応力、IIll.Imと肥満、 I!lL

|瞬とイ ンシュ リン分i必との|則illについてお話 し

ていただきました。 特に l!lil~f1のイ I : )jにより 、過

剰なイ ンシュ リンの分泌拡が折11えられ、根hJ，尿病

予防につながる可能性があることをお話してい

ただきました。

議iti(会終 f後に、両先生と本川文部長 ・竹ILI

組織}"J常務も)111わり、 知!多fJEのJJE会と懇親会が、

米海シティーホールでIJHかれました。

花やl 教授、 lf.~本市制ïliにはご多忙"1にもかかわ

らずお越しいただきまして本、liにありがとうご

ざいました。これらの111日光性のご日目指をお祈 り

いたします。

局

平成15年度愛知学院大学歯学会・同窓会共催学

術講演会

LlII寺:平成15{1'8 J)2411(日) 午後 J11.¥":-411年

場所 :米海Ili、1:11W1:センタ-41併

iHil越および講向li:

「比較 frJï: ，'~IJ ";!:から ~.!.た幽と しJ w;~ J，'!) jJ1の )，~ ，;J':

椛i五J
j恥予IJ !..?-:tf~ -.講N~ 花村

rll ~LI~f1と 'U司・1勾悦病」

歯科布Ii級学第二講座

教J受匂
-n
-・lI
 

• • • • • 

術学

，WiOlli 

~;JI 多班正:îìol汁，I~)~ ( 14 1111 ~U 

平成15"1'8 ))2411(11)愛知県W:if'j:i打、1:ll'ii1:セン

タ- 41術大会議本で'I¥l:t乍会 ・I，i)f窓会Jt1mのザ:術

講演会がIJ~J imされましたc 講師にj伴内IJ'-;:部 :j排

出花村情教授と I~:バ~I 制i総学部_:: ~I\})'i~ .j{:j，;J( 

1・II1J講r.lIiをお初 きしました。当11は、持・い11で

.j{:j本手JIi I~ 

平成15年度愛知学院大学歯学部東三会

愛知県支部共催学術講演会

11リIIT(班肝|崎謙治 (211叫生)

去る 8)) 2411 (11)止抗駅!日jホテルアソシア盟怖

にて、バ-t .:会愛 j;Jl V，~文i・'il; :!um''?初:i，IlYliii(会が!Jf.Hm

されました。 /'ì "I :， J，長は、愛知/~!: I~'é}.:. /'(:向学iilll'H

科翌lll:?講向教J受 河合述ぶ先'1:，を議白Ijにお.t(↑

戸
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きして、rlai科における IJ日t医療jと題してご

，;件ii)f¥，、ただきま した。

これまで、的科l実'ア: ~fi域において使川される材

料を研究開発する iN:If" 1材.l-l~7:J もしくは 「的

利JIHI~ "f: Jと称された分野も、 ここ 2- 3イ，:.の

1~( 1[:大学法人化、|欠，"(:制域も合めた教育改，It':・、

m平'1医学の大幅な改組の淡を受けて、講J:iiの枠

組lみも「歯科材料学J から「生体材料学」へ I I~

制されつつあり 、そのIjlで昨今急速に民IJHされ

つつある再生|町~MT学も l山科の分町・にも少なか

らず;話料を与えている，山から先生のおilWは始ま

りました。

iur合先生の教室では20{1:にわたり BMP(什

形成161チ)の分離和製を行っており、今では動

物尖験レベルでは!川辺iなく新生"千の誘唱が11)能

となって きたそうです。イモリの未分化創11胞に

政院の典なるアクチピン処早Hをすることにより

ぷ皮細胞から心臓まで線々な器官がIi¥来るおsilt。

また、悩をはじめとする全ての器宵'は上皮組織

とlIiJ#i組織の相互誘噂から発生し、それには

BMPが上皮に、 アクチピンが間業へのシ グナ

ルになっていること。什絡を作る因-fのcbfl、

制11胞の 3 次元的位-il'l~ を決定するホメオボ ックス

料

迫イI¥了-のお，i.fiなど、どれも新鮮で興味あるお話

でした。

講iiifの後 i'".はid近の向平I.Wにおける [T化、

前科{栄険l災~!.Wíl討i ネ ッ トワー クシステム椛築に

|射するが業にもjuf介先生が係わってこられ、そ

れに|刻して、保険.{i.による山崎議伐の('1二など

孜々歯科医がi)~ して .1!!~関心ではあっ てはならな

い~Fを強訓 さ れていました。 品í: iíií会のあとは楽

しい懇親会で帰り 卜ーがり 2次会へと杭きま した。

• • • • • 

厚生福祉局

「厚生事業野球観戦」

・7主.班片q新刊広 (25 1 11 ， ~n

夜、は 8)1711行われましたナゴヤドーム町・球

観戦 (Ij1 11ドラゴンズ×広島カープ)へ行って

参りま したので、ご干11告什1し上げます。

~'l~i)3{のぷし 討 さ を JVLで!ぷじなカf らナゴヤド

ームへ向かいました。 ドーム前にはI'/~t制初:局

の先生方が待機しておられ、参)JII~~の徴収、誘

導にあたっておられました (衿い小ご汗労械で

す)。 ナゴヤ ドームパノ ラマ附の眺めは1ii高で、

プレーを-引できるため自が放れません。 しか

し選手を(@認すること はまずでき ませんので、

プレーをより裂しみたい方は双眼鏡を持参して

いただくとよいで しょう。

阪神タイガース優勝 1=1前という このl時期、 ド

ーム内はやはり空席が目立ちました。応援団も

去年より少ない状況でしたが、 |口l窓会会以の参

加者は定以200.?'，のところ1961〆Iと好評でした。

さて、 ゲームはIjl口先発の野11、初"川H川"に 1，1 

を失うもそれ以F降年は安安-定 したピツチングで、ピ

ンチはありましたが、 ~f~なく凌ぎ、投打ばっ ち

り l皮み合う試合版 IJ~Jで、安心してスタッフ共々

応援して参りま した。結来はリナ レス、アレッ

クスの本品打 (ドームで見るホーム ランは'宗

快 ・感激します。)、野口の 2年ぶりの完投勝利

で、終わってみれば被安打 3の10-]の快勝で

した。
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今阿の野球制Ij従をjJjjして11I訴のイI:'ji.卜.のスト

レス発i放や(11淀スタ ッフとの親|陸を派められま

した。 このようなゲ一ムを観i戦ド段tでで.きましたのも

.，司市取~に即厚f児1生|七ミ信弘制'1市布付祉|上υ:)ι"礼iの j点j々 のごf背庁ジ労fカが〈あ つ たこ

とと!感l卓芸謝の立をJぷ毛したいと!込思4どι，'，、います。ありがと

うございました。 ~(イ1: は lj'll ドラゴンズのf~)W

守山、を矧ij役したいものです。

三河大島海鮮バーベキューに参加 して

止柿出来腕イi川手11弘 (231"1'1=.)

81J2811兵休み以後の本IW日、1'1Jめてl，iJ窓会

のり生事業に参加させていただきました。ノドド

は10i!二ぶりの冷以でこの 11だけは11，'/れをJUH，¥し
たのですが、成念ながら坐りで した。お1，7.:.itlぎ

の治水浴はクラゲが先'1:.するので敬i主されがち

ですが、今"j:はjUH-気象のため水iMが 1.，がらず

クラゲの発牛がJP'II¥'に少ないそうで、その"，'.(は

安心でした。

仙1011寺に同窓会μとその家族総勢65t，でチャ

ーター船にてiiIiilI~地 より _:.M大島に lí'Jかいまし

た。15分科でー:Mf;ヴにげーかぶ三M大山にfIJ"vi:し

ました。

メインの海鮮バーベキューまでの 111.¥= IliJ、 子

供たちゃ先生)，も;]<."vi:にお杯えて去 りゆく反を

1'/'，:しみながら海水浴、砂遊びと楽しみました。

他のお容さんはほとんどいなく、 プライベー ト

ビーチそのものでした。__:_M)dゐは砂ijEの海水

浴場だけでなくすぐ般には磯もあって、そこに

はイソギンチャクやカニが多くいて、i後遊びに

もidi盛でした

そしてメインのjf，j:鮮バーベキューです l句、

エピ、只など食べきれないほどのld.で、 :Mr， 

物の大アサリもつき ました。次に (1J"たちのげ

ちに作ったビンゴ大会です。 lf占:11 ，'，，'，はゲーム

ボーイ。#、の心.(-もなかなかビンゴにならず11

1111がJ!!~ くなるのを心配していましたが、 全uに

当たるようになっている!原生部11のご配!ill:、あ

りがとうございました。あっと， iーう川の 3I1，¥=IIIJ

で、楽しい思い1'11と ・絡に荷míì品に ~~Ii りました。

その後はそれぞれラグーナiilWliや竹山水抜飢へ

とまた'1-'後を家政で裂しみました。ちょうど竹

山水政飢におさかなI'!)こ1:の寓浮くん(辿羽;さか

な芯)が米航しており、 '.}支も楽しいこ とがあ

りました。

J1ji生百IIUの)jには、 多くの合1Mありがとうご

ざし、ました。この参加賀 (二千円)でいろいろ

と来しめるl'iJ窓会のり生事業です。みなさんも

度参加 されてはいかがでしょうか。

「富士サファ リパーク&

御殿場アウ トレッ トパスツアー」

守1111>(班 岩山1h十 (211"1'-1:_)

秋IIj'iれの、 91 J 2811に、 |日l窓会愛知|山文部州

生福祉事業の 卜-li己ツアーが開催され、米政て・参

加させてmきました。':ij]7時30分にr，，'i)"!{!M{に

集合。 |二I l~，lの行11合1'.集合|時|日jが1.，1いので、 (供

述はまだIIKそうです。参加された、 I -251"1'1: 

の 18家政は、 }，:J\~!パス 2 fit二分来して、いざ/1¥

先です。IJfJ;並1/1]もないグ1古屋市述、名駅一点r，・
t，古記インター1/1]を手IJ川 して東名へ1''(1i， '1('1' 

では配られたお応 fーをさっそく食べる f供述、

irj.ビールをIJf.Jけるお父さん)J、パスは-路御殿

場へ。i兵才，iliJJを過ぎ、)(.;11:川をi皮ると、イi下に

駿M出が広がり 、向 上山の裾野がはえてきます。

- 7 -
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8.20 61111'1:.一宵 鵜飼 JW ごi尊父様逝L

8.29 '111111. 歯科理工学基礎研究教授悩)t-，19l君ごJ:J堂陣逝L

9.5 221111'1: 岡崎 I~州I ('I'lIW ご尊父t~逝1~

9.8 21111'1:小牧 胤n 武At ごむ同:様逝l、・

9.25 151"1'1: J!i 1元. 'j，(i 1ti1IW ごl主管:線逝去

9.26 31111作.lt橋i!i1美大1'1H年)dt ご本人級逝L

9.26 281"1'1:. l"l橋i~\央大引将，ιil ごi草父t~逝L

説んでこ~!，!:制お祈り ' Ii し卜.げます

f供述は、!L/LI:.の先'I:.)jが川J立されたビンゴゲ

ームで-令員以品をもらって 、Ì'i~:)Jt Ijj'j で・す。 他に

クイズ、カラオケを※しんで、サファリパーク

に宝IJおです。パスの:窓越しに見る猛似は、さす

がに迫)Jがあります。その後、|州勾で53?'，令以

そろって昼食です。'1:後からは、アウトレット

へ移動。このアウトレッ 卜はアメ リカが本場だ

そうですが、とにかく広くてnい物好きな)Jは、

}L-LI楽しめそう です。当Hは、 111年111]'1三れし

か11，¥=IIIJが取れなかったので、持ちきれないほど

の紙袋を持ってパスに民られるん・はいませんで

した。その後、 1;1・←1:山を後に帰路へ。11("1では

fイJtlíljけビデオを卜'.I~~、 マ イカーのill 'l伝か ら IJH

肱されたお父さん)jは、ビールを飲む人、人;き

な11をあけて似る人いろいろです。30分ltれの

午後8時にパスは.l!!f;'J~、名宵屋駅歪IJ ，{j:。 来しい

秋の '1::1 過ごす・J ~ができま した。 パス旅行もい

いものです。符さんも参加されては、いかがで

しょう か。

厚生の先生ブiには、紙I(ijをお{jTりしてお札'11

しLげます。

平成15年度弔慰報告

、I!/&:1511' 

6.2J J 1回生知多 '，1.川 光司君 ご~'jt:父線逝去

6.26 ].IJiiI生 緑区 脅t長 真君 ごl止'~~肱逝:l;

7 .12 12同生 小 品 11'村 一司君 ご本人{;~逝去

7 .18 9伊Ig: ~~: 川 小山 i皮!主君 ごl手'ì~~)~逝去

7 .18 1810生県 川 牧目J'~~さん ご':J .;:;;t，~逝去

8.5 JO回生 熱川|天 rJ'};~ -総11 ごJ~父娘逝去

8.8 J3Jr.rJ生rJlI:{ 大型f友三it ご時父線逝去

※お願い

愛知川L支iil¥で、は、脱約に法づき供花を/1¥して

います。(l'iJ窓会本部 ・愛知県文部でーー対)

お下数ですが、 市立の|祭には、事務局迄ご辿

給i"さい。

• • • • • 

AQE 
言↑ 局

‘ I^ :k~は l'iJ 窓会活動にご協h H!きありがとうご

ざいます。

さて、ご承知!のとおり l，iJ窓、会のお業はすべて

特級の会的により 11(1われています。昨年と比1院

しますと IJf-げ1されている会uの納入率がす'i1:低

下してお ります。 I~jfi)J 1) 1き協と しによる納入の

)j々 はすでに納入いただいておりますが、銀行

J長り込みで未納のブiにはI'}位、 10月に振り込み

川紙を郵送いたしましたので納入していただく

ようお願いqlし上げます。

また、新脱開業4・~;でMl別に新入会された )jゃ

まだ銀行振り込みによ る会1'i納入の方には、 業

務削素化のためと管椋の振り込み料の負-11!を川

くすためにも向動引き均年と しにしていただくよ

う役L~又はJ;lJ -1乏から 11古川IJ に辿給しておl，ýJiいして

おり ます。

;完封の厳しき折ではございますが、ご.fIllfq平い

ただき会的の納入に今後ともご協力いただきま

すようおl~fi v 、 rJi し上げます。

。。





名 初;

所在地

自:却t者名

状 j兄

久庁、 手|岬

勤務時IIIJ

採JIJ人数

H寺 JUJ 

7巴 1.也m、

その他

年 歯科医師求人申込書 受付 il~ 月 " 

地|天 合(

述絡先

公 ( Illi生

歯科医 名 的手I-11f.r1ミゴ二 名 技 ーr::1: 4〆1 そ の 他 r-， 

治療台数 4l-、1 技工の処J1ll 1、|境内処理! 2、技て所委託 3、 1+ 2 

司法極 ・専門 経験年数( 年)

給料(税込) 詞 F41〉1bH 

(，I~ 巨l

円程度

II 与・ 五L ヶn分 lt 11・ 長ι ヶ)-J分

アルバイト科 jlJ 時Igj

手当(交通費) IIJ 手当( 円

ドj |斗

厚生施設

1、至 急 2、|姐 H寺

1、常勤

2、アルバイト

名古biilT千f並区楠元IUf]-100 
愛知学院大学:歯学部同窓会

愛知 県 支 持11

i起訴 (052) 763・2182(杭il!i)

11砲LI

lIiIlH 

名

3、

u~ÿ-

時~

)Jより 4、その他

H在、 llfi! [1 11寺~ |時

l時、 lI?d EI 時~ 11寺

人材セ ンタ ー用
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-平成15年度会費納入状況
書記局

班;名 全体数
全体

納入者

千 純 lぎ 111 52 

i'dlr Iぎ 82 57 

ょul豆 50 33 

」ヒ 医 77 54 

守 1111天 59 36 

jJ可 l豆 64 49 

'1' fJ 1天 95 55 

l豆 107 46 

j).g l孟 42 30 

IIrl ;fl川メ: 76 37 

J( 1'112:<: 68 45 

Ji，品舵 IR 57 29 

熱 1I1区 33 2] 

'1' J 11 区 77 57 

1メ. 48 38 

主主 I~: 65 42 
'~ιτ『，f • 110 70 

件現 r' 66 38 

IJ] 74 59 

イ長 11 ~ I: 108 82 

26 22 

牧 48 28 

Jt ~t 67 41 

iJ.J 21 20 

j!li1"日，}I・ 52 37 

ま11 ff， 〆 106 81 

i1lj 61 38 

J話 51 39 

':$:・ t、uιg 78 48 

Jr!: ij長1也 35 21 

tJt橋i!ll美 107 74 

|珂 崎 126 75 

，、11，tJ JII 79 54 

9;11 』ムL 19 12 

ミえ J).北 43 31 

メIJ 谷 39 31 

1;4FE1 「 市- 27 17 

西Jt¥幡立 37 29 

J3h4Jtt • 田 138 79 

iEh 1 2629 1707 

納全(入%体) 可否
1*1業者 開業

数 納入者

46.8 58 41 

69.5 61 56 

66.0 40 30 

70.1 61 53 

61.0 38 32 

76.6 53 47 

57.9 68 48 

43.0 73 39 

71.4 30 26 

18.7 18 33 

66.2 48 39 

50.9 33 25 

63.6 26 21 

74.0 59 54 

79.2 39 37 

64.6 59 39 

63.6 85 68 

57.6 47 33 

79.7 55 50 

75.9 88 77 

84.6 21 20 

58.3 38 25 

61.2 50 38 

95.2 18 18 

71.2 40 36 

76.4 85 74 

62.3 47 35 

76.5 41 38 

61.5 60 44 

60.0 29 19 

69.2 74 62 

59.5 97 68 

68.4 58 49 

63.2 16 12 

72.1 35 31 

79.5 32 30 

63.0 17 14 

78.4 26 21 

57.2 105 74 

64.9 1958 1556 

納腕(%入l;j車)5| ! i 

70.7 

91.8 

75.0 

86.9 I 

84.2 

88.7 

70.6 

53.4 I 

86.7 

68.8 

81.3 

75.8 

80.8 

91.5 

94.9 

66.1 

80.0 

70.2 

90.9 

87.5 

95.2 

65.8 

76.0 

100.0 

87.1 I 

74.5 I 

92.7 I 

73.3 

65.5 

83.8 

70.0 

84.5 

75.0 

88.6 

93.8 

82.4 

80.8 

70.5 

79.5 

11'いもので新役目になってからはや'1'".年、そ

の川に新しく ，liJ己防に人 J"J した)'':1.-、先n~ ，立、議

• J i. H1'I'IJ)i: ;~';の仕事も卜分こなすことができるよ

うになり、川口一丸となってさらに リニューア

ルな訂作ちでより良い役u会の.illi';;~.を 1-1 指して、

今後刻版って参りたいと弁じます。

今後Jt、会員十干様方のごJlIlWf.ご|高)Jよろしく

お腕(いIjlし卜ーげます。

l川、 I'IJ窓生の会以のf什;YUjのJ立制もお待ちし

ております。

1. 1 1J~ JJの役只会のIJf.J催、資料の作成、議事録

のれ:1反

2. r役11会だより 」の作成と各JJE長への発送

3. r会報Jの発;:IJ

4. ，'::，1己同会議のIJHflt

愛知県支部同窓会事務局メールアドレス

shiba@sdent.aichi-gakuin.ac.jp 

(之IL I&:15il~ 9月30日現イ五)
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ぐ一言員会領告 〉
@時局対策委員会@

‘l'成15イ1:9 JJ 4 11に必川1.文部長から当委11
会に r，'iI 11平:弘~4' (211りI'Uの衆議院選挙立般

についてム:iil)としてどのように対処するか」 と

の，治lIiJがありました。そこでlI.n.. )対策委11会を

9)J1011にIJfJimしi円発なるIhb'誕の 1'.、 |勺己の白11

くの村民を支部長に符Ijlいたしました。

J. ，'illI幸弘A'¥に対し、愛知ザ:I~;ê I~:i' '}: ;'il¥ 1日J)窓会

愛知県支部としてできる W~ りの支援を行う

2， E-体的な支援1)'1終については他ト川本に充分

配I.M.して行う 。

1'.，¥じをふまえて 9) J 2011 (1:)1911，¥'30分より支部

役n、参与、 IE\'同対策委u 、 I~~M問題検討委11 、

m 長、代議μが集まりました。そして集まった

)j々 に古川学弘計支援のrt令援助、と後援会名

簿の作成の依頼を、また作J也1>(のm:llの特級に

お{ええmくようおWfiい致しました。

li'lこう 1ヶ)J半の選本に|捺し、より込述に協

)Jに，'illI孝弘君を支援する為lこIIIJ窓会本部文部

介IIIJの 『占111幸弘1-l-をffてる会jとして尖h委

11会を立ちトーげる ~J i が判ifV されました。

特に立似布liの愛知131ズのlI(j平111)(:、ぷ1'11札制

|三の 3J也lベとそこから勤労;'(i'の多いけI、'1'村1)(:

をII止if(l.(地区として、 i超常|ベI，';J;立のT'.f'fd)(:、r，
*1豆、 *1豆、港区、瑞相|ベ、熱川区、 i十ql豆、愛

fkをif(点Jt!!区としました。それぞれの地1)(ーでの

I，ip窓会愛知県支部の班長、代議11、11:り己j委11そ

して川窓'1:の県lifO也1/会長が尖行委IIとして制

介されました。

、'i11は1'1民党の総裁選奈11でしたが古川市弘

れも駆けつけ、愛知県文部としてV左上の第 1

111111の総決起大会となりました

.歯科医療問題研究委員会.

第 1回 歯科医療問題研究委員会

1111，¥; ソ|化成15イ1'8刈2311(:1:) 'J"-後711.¥'-911.¥; 

j劾j!Ji": 州広三{:手'~:J，~礎教fH京都 2 会議本

1 1 1I1 '1:. .:j)~、 I Hi '.支部長、 61 1I1'U't~í'光必参与ら

オブザーパ- 2r，の参加lを合む23r，の11¥)，'j'，'でIJM

1mされました。委11会の，iJ会 J並行をJ3阿佐渡

jを俊之ftiリ委11:L毛が務められ、 8 1"1'1:.木村lI(j夫副

主部長 (辺':;~.)の今後の指針15・の扶ig!が'1IJiJiに
あり、愛知県歯科IZiJ1lli会1，';IJ会長の 31111生渡辺11:

I :~先 '1:，に 「現イ1:の的引訪山報酬体系」を小心に

III.HIJにわたりご講前いただきました。それを

)，~に(j 11I1'1:.I'lj川fiIi委11長をWkとする時談会が

hわれ、今後の委11会のテーマについても討議

されました。活発な立はが各委uよりだされイf

ぷJ主な節 11"1委員会でした。安u会の会議鈷は

後ほどjkall-として先行する予定です。次l亘|、委

11 会 IJ~Jimはl1 )J 1511li:)です。

@出版委員会.

第 1回出版委員会

1111，¥" :‘|勺主 1 5il~ 6 tJ 2511附

午後8:00-午後9:30

第 2回出版委員会

1111午:、1':'&15il二7)J1611併。

午後8:15-午後9:45 

第 3回出版委員会

1111，¥， :、 I~成 15il三 9 ) J 6 11 (:J:) 

午後8:00-午後9:30

j肋iji':愛j、|ド判淀大学的中日1 1楠)~q:令.第 3 会議

";;_ 

，;義組内科

1 r会誌」の編集)i主|について

j去本的には従米どおり (ザ:術、趣味、写点 ・

絵Ilhj、スタデイ ーグループ、ワンポイン 卜

など)

新作教般の誹時点目介を追加、訪Eだよりの出

2タイムスケジュールについて

10JJに以杭依頼状発送、 2004-)J;lfj::j校jl:、

駄に党FIJ予定

3以前依頼について

委11、j也|メぬ、らの依Mi、広報からの必集

(4 w.nlS、節 "の川'1ーの近況について

特集 :梢診辿批

5レイアウ ト、ページ配分について

レイアウトは従米どおり 。ページは約160P

- 10 -
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，f'+竹村竹村竹村e 役員会議事録 時 竹 村竹村竹村勺
f .. 
+ 平成15年度 第3回愛知県支部役員会 2.氏名".'，(呼 + 

+ + 日時:千!主15{F7JJ 2 U耐 午後7:30- :3.立川長挨W .j. 
?場所:r "j(';(，'路」栄lE 4.fli;1t + + + 1. IJfJ会の昨 I~$ .. 

+ ; 2MIloμl千 21'，1，(務 +

r 3.主計1¥1け央J争l (3)~キ }"j' fi11会 + 
+ .j. 11. fl{ ;1;. (.のその他 + 

; 川 崎1¥ 5 附 144i ; 
t (:l) '，I，qJ， 1 )都141"1r愛知県尚子:同窓会赴¥品会J t 
↓ (の作)II}・委11会 1111.¥:、場所ーの件・渉外 4 
t '1その他 6.協品144l f 
.. 5.辞ぷ・MJi 1)都1111111r愛知県歯学|吋窓会恕話会J .. 

t 1) ~~ 81"1 r班長及び、県歯別人前 l:fJH川:渉外 ; 

告 品 ・ 委口、連盟理事、~，~I*I代議u 、 2) .k:;'iI¥学術講演会の件…学術}.. j t 
+ J血1)(会長 ・役員と、支itli役Uとの恕 :n会u名簿のf!1二…組織日 + 
? 談会Jのf'I:...渉外 7. その他 + + 
.. 7. 協':浪花 ' Jド~J1'邸i 1け)川 l川|‘ドd弘lム、1打t支援の例件こ + 
t 1け)a郁m州川引川川1川Oω11川11川11r技JV胎愛知県支針刻白剖1¥との恕談 g 応牝川.~~'J灼りp町川;

f 会」の1'1ドト:いい.一….υ.i渉~歩j長=外 9. I ~山2別l会の』肘r t 
+ .j. 2) 文部学術講iiii会の件…学術AJ .. 

? 8 その他 (1司窓会本音1¥との合liiJ側会) 平成15年度 第5回愛知県支部役員会 ; 

.. 9. lií日 'J ~所比 日時:、Î)北15イr:10月 1FI刷午後7:45- t 
j l0 121会の肘 場所:似j)l/{:~山者1\ 21府 大会議室 4 

1. IJfJ会の併 + 
+ 

; 平成15年度 臨時愛知県支部役員会 2 氏名 1，'，(呼 + 
; 日時:、州5{1:8JJ6日附 午後8:00- :3 幻I\1d~妙 : 

+ 場所:~*:~I. イ ン iJ. m;l{ t 
+ + 1. l:fJ会の併 1 . ノ~$ .j. 

t 2.氏名点呼 21V務 + + 
.. 3.文部長挨拶 3谷川 ・委u会 + 
;4判i行 併 の他 ! 
t 5.協議'Jf.m 5.得議・Ji.J1'i
+ 1) ，17川判川支援の件 lけ)郁似州川l川川4引11い川nl附 lω以p仏附'

t 6 その{他也 1:聞;品別州制州}日削M州11川川f刊似似H怯({のf!件t午ド 渉外 ; 

.. 7. 明町枇:日け〈γ川'JドL所}μ~ 2幻)文庁総I¥!'学j子-?色:術;誹昨i演炭会のf件千.一….一.学付術:j)同司 + 
j8u 

3ω) 'J尖ミ1'>1ザをl'作'1午|ドtう学術初研f修会のf件|十.'….口.学術}，川11) t 
; 平成1市5年度 第4回愛知県支部役員会 7 その他 ; 

+ ; ||時:'Î}皮15{川 -J3トl側午後7:45- 8 ぽ JH川 + 
+ 場所:倒J乙ザ:??第 2会議室 9. 1~1会の昨 + 
+ 1. l:fJ会の昨 ふ
し4・+++++++++++++++++~・+~・++++++++++++++++++~・4・4・++++...7

- 11 -
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愛院歯愛知大島会だより

愛院歯愛知大島会平成15年度会費納入状況

班名 会以 Im~ 人 金 班 t， 会u IJfI業 人 イ柱

1-H. 1>( 111 58 イI'11 n- 108 88 
t，点 1>( 82 61 l，iJ 1 )，，) 26 21 扮i込3

-* |メ: 50 40 l'iJ 1 セ(j 振込 I 牧 48 38 -tM込18
.11: 1>( 77 61 -tb<込み15 l己 .1ヒ 67 50 川20 セ12
':'J' 111 1>( 59 38 l'iJ 15 );ょ 111 21 18 似込15
[1可 1>( G4 53 J反込25 I'liイ手11)1・ 52 40 拍i込み25
1)1 .f:J 1κ 9:; G8 l'iJ 6 セl tll 多 106 85 品i込3

1><: 107 73 .J1ki.b29 if't 61 47 l'iJ 12 
iJ.g lメー 42 :~O l'iJ24 セl 51 41 
lI:j -1'11 1><: 76 48 担J{込み30 愛

。11，
78 60 、r.

天 1'11><: G8 '18 !己 ';J~ l!!! :i5 29 l'iJ 7 
[11品総 |ベ 57 33 fk怖似た 107 74 1""桜-tMり込み
然 1111ベ :i:i 26 セ14 |刈 向I;f 126 97 
1)1 JlI 1ベ 77 59 l'iJ47 セI 1、1tAt JlI 79 58 1("桜1b<り込み
IH 1><: 48 39 HI9 セ2 知l ‘1. 19 16 l'iJ 7 振込 l
車止 |ベ 65 59 l'iJ 1 lli込10 一，五 j成 43 35 

，e‘今・'a • 110 85 l'iJ 1 1b<jb61 メリ ~i- 39 32 -tM込 i

瀬 } 1 66 47 l'iJ 13 1b<込32 J'0z.， i 27 17 -tb<jbI2 
111 74 55 J反込16 l'liJ己的υ: 37 26 -tM込10

、"ι" 111 138 105 -tMj人22

l'iJぷ，':....171名 セン トラル・"34t， {~In・ 2，629 1.958 J .828.4801'J 

‘ |ミ J~は愛1~i: I*i愛知人;山会にご.fIlllQ平ご協)J を[11きまして誠にありがとうございます。

干成15イ1:9 J J 30 11 JJlイ1:の会問納入状削です

振込み口座

UFJ銀行今池支庖 (普) 1496793 愛院歯愛知大島会代表森田仁

平成15年度

愛知県支部学術講演会のご案内

1， 11 II ，~ :千成 1 5{ド 11J J 30 11 (11) 午後 111.~:- 1) 11，¥: 

2，場 所:愛知l乍: lt'ê A.午前中白山町kJ.\ ~，~It'e 節ー教本

(才1，'，").'1{リjT・N(i><:，1くkEj必2-11) 

3， 1:IVt r:lli:点以|災利 M:i平!大学)(']:1位以N:i"t総介研究科

11以r'il'' 11:.W~"ì:J'Il，.t教J交 iI'j:野~ff:i ;'i先 '1 :，

「今、 IJfJ業|災に危険がせま っているJ
一偶発杭への対処法

1，会 'l~ :無料

※‘'i 11 (iJf修カードをごJ12参 1;さい

※公共交通機|刻をご手IJ川ドさい

内
，
】''ES
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選 混認曾

r"lj}:'!l市議会議H

岡本善 博

愛知学院N:i"l:j'iIIIIiJ窓会の先生方におかれまし

てはますますご他)J張のこととお古びqlし1'.げま

す。

‘V.索はひとかたならぬご教場をl!弘り改めて州く

御l礼ljJし 1'.げます。

さて、私も 4JUJ 11のdi;議会議員としてのJ'J)1 

と抱負を抱き、 -路j凪j正しているところでござ

います。

さる 9月の定191J，議会も無事終 fしました。

、|勺主 1 6ir: J~ Í'tH~，JJ&につきましでも、さる‘I~J&

13年の 9 }Jに策定された財政fill全~ I・ 1IIIj に)，~づき、

'I~J主15年度予tÎ:から J~tÎ:編成システムの改 Jl'f に

抗手し、平成15"1:予算の財政健全化への取組み

につきましては、谷川が配分された財iJJ;(の"，で、

人件費の抑制と投資的経費などの削減・イ4川ーL
j也の売却・J!1"政f&~化1~(の発行及び公的!1'( j辺)，~

イiぞからの{11・人など1'1i:t'10な予算編成を行ない、

その結来、判此 1 6{I:J;\tJ..:J， lí年の収支t~;Wしにおい

てJI-l'iJJ，¥不起制が、 liij・"1:伎の700億円余から300徳

川余に圧縮されました。

次に私ども rll l ll~ i:党r，占民ili会議ljトtlの策

定しました iifu.'.O:虫:唱・JPi1Jの項日をご制介さ

せていただきます。

①新たな行Ildiq，..政システムの構築

②安心、安全なまちづくり

①環境先進m郎11川11川lバiつづ，くり
@国際交流処点目1Idiづくり

⑤教育改革プログラムの推進

以 l二ですが、その"，での 「新たなmldi行政シス

テムの構築」について補足させていただきます。

JXt:ì月 ・ mm ・文化・ ~~業の訓手11のとれた誇

りと愛li'の持てる ・名古屈の実現をめざし、 r，
r1i);{ffr 111:紀，¥I'lillj2010のお突な実行を1)(1ること。

②市民の此il'jする附素 ・身近・透明で迅述な

ml di行政システムを構築するため、行政経':~~. . 

1'1治体杭'J:i-の制点から行H-l政のシステム改革に

取り翁lみ、これまでのあり fiを新しい発泡!を見

つめ11'( し、 ilil~がMを雫んでいるかを常に点検

し、低コストで、 di民の満足する良質なサービ

スを舵供し続ける di役所をIol折すこと。

「行財政改11":，flilliiJ 1えび iH-l'j改他令化，ililliiJ

の達成はもとより、 H寺代の変化に対J心;したMII'(

しを l:xl り、より武力米的で効ネ的な、 díl~に聞か

れた新しい行11-1'政のシステムづくりに努めるこ

と。

①財政状況が厳しいrl'、di政のi，"fj)Jを失わな

い1(ljからも pr 1 )j式や民1m委託などをむi純的

に導入し、 l(IIIJiιブJを生かすこと。

また、 diが抱える多くの大小の米，fIJ川地につ

いて、その.fl't鰍的なイi効jjfj川や必111に努めるこ

と。

@地方分flfiをー肘促進するとともに、 i~づけ

となる火打11d i J!1" iJJ;(の拡充 ・強化を|記|るため、 1"1

や県に加物11'10に働きかけること。

また、 di政の総合的 ・ 計 Illij的な ~rt進に努める

こと。

さらに í~安氏心. ?玄~令なまちづくり J のg瓜i ll の

ι中ドでで、1重fi:.. 点!

|院泣のJ~.1.イ本的な牧制備ii，ili幽副を早f♂4J'1.に策定する」 とい

うのであります。

これには保他・制布1:・医療の総合的エリアと

なる 「クオリティライフ21城北椛氾リの~rl~進を

|ヌlり、その"，で小川l災被の拠点として小児院披

センターをぷ附すること。また、 「他Lliなごや

プラン2tJを断まえ、市民の他Uiづくりを総合

的に進めるこ と。などをあげています。

以上、判i;ワさせていただきましたが、近く行

内

JI
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われる衆議院議以選挙に|際しましては、われら

がいj窓生の古IFI:'iド弘先生に絶大なるご支援を夜、

からも宜しくお願いいたします。

~，;:本ではありますが、話先生方のますますの

ご，11:他と -}0のご繁栄をお祈り1.1'し上げますと

出';Mll!市長

谷口幸 治

愛知学院大学M:γ[:;'(111，;1窓会愛知県文部の特綴

方におかれましては、ますますごi15栄のことと

お必び111し上げます。

季節は、すっかり秋めいてまいりました。払

は、尾張旭市長に枕汀.以米、徒歩ではi役所まで

通うようにしていますが、このII~J・季はキンモク

セイの甘い香りを楽しむことができ、イ~ ~Ií に

ii'i々 しい気持ちになります。

fよとくということは、 fdtJ，jt維持にもなりますが、

すれ述うみなさんとの扶拶がー 11 の ì~j}J となる

からにほかなりません。ttミ拶は人と人とのコミ

ュニケーションを川市-にするすばらしい柴だと

思います。職場でもマ:校でも地域でも 1111と1I、|で

もいlじです。挨J歩ができないから/f!いになるの

ではないでしょうか。

この件りが1tjIj'に広がるといよいよ秋本需、

お祭りのシーズンです。わがTlíでも 「城 1 1 1公 1~II J

を会場として、 10)11111、12日の 211 111Iにわた

りTlil¥':祭をIJHimしました。古くからある祭りで

はありませんが、何年|制限することにより、新

しいけi民にも定おしてまいり、多くの)iに裂し

んで、いただけました。

城山公|ぷl砕jil!llの減山街道を市内小ヴ:校以ffl隊

や、 ~q~問|涼 (絡の乎隊 ・ 鉄砲!滋 ・ 15 の椛で十i'lt成)

が糾り歩き、鉄他|泳は途中で火縄銃を先砲し迫

) J il~j .'.'.(で、した。

尖は、夜、も件1，';II(ぷの .uで練り歩ーいた後の心

j血よいii'!i.労!盛と{rIr11 1) とのイ~，!l芸を心から裂しん

ともに今後とも変わらぬご教i阜、ご鞭提をJ!弘り

ますようよろしくおJ9Jiし、tJlし 卜ーげご挨拶とさせ

ていただきます。

、|ι!占]5年10月7LI 

でいます。

お祭りは地域を繋ぐ大'Ji.な叫ぶです。これか

らさらに新iH¥':のかた、計いかたにも こういっ

た地域の行・Ji.に積極的に参加していただけたら

と思っています。

話題は変わりますが、 10)J2 Hに第1401111愛

知県di長会議を_，j.，;TIJ'で|制限しました。 8)-J 20 LI 

に川JJ;(diが愛知lPILで"32帯11のバiとして誕生しま

したが、作dlのdi長にVHII'Jj.、 loiiJ知事などを米

抗に迎えでの会議で‘す。

この会議は愛知県内のそれぞれのリiで、かかえ

ている111]組のうち共通する川組を協議、検討す

ることにより 、それぞれの川叫に対して理併を

深め、また、他dTの直而する状況を我が市の参

与とすることにあります。

そして、会議で議決された1能楽の案件は市長

会会長名で、IJiI・県をは じめ、|刻係機関へそれ

ぞれ文 Ji で~ ':t~ していくこ とになります。

会議はイl'に 2凹IJfJilifされ、リiHiI)施行のJllfi帯で

Ilf.lim Tliが1"1ってきますので、リiにと っては15年

振り、私にと っては 41"11 1の会議でしたが、夜、

にはIJrlimバiのdi長ということで会議の議長とい

うj寸立がありました。

当11はけiの渋川相布1:センターを使って、'1汗iij

Ij'の役u会をすませ、付食をと ったところで、

いったん休息!です。そして、午後の会議です。

l!fHliidiとして歓迎のあいさつを述べ、米子Iの悦

貯を1mいているうちに会議は設楽事議に移り、

いよいよJ集長です。介護の11日組や、乳幼児|仰が

山助成HiIJJ立など令部で 9つのl議案を務i議したと

ころで議長は終 f、まずは・心、できました。

次は悦後です。iliI)'Jの(仰11¥i:製作所の L:場で

愛知)jl咋入場券システムや'，11r1支出システムな

どを凡マ:しました。)jl，.Ij:1見，IAの製品という こと

もあり、り，U:II'Ji.が特に熱心に，liilY1 を JU~lいてみえ

-14 -
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ました。

ここで場JYfを移動して 、 秋宅のもと械山公I~ìl

を紹介しながら散策しました。公隙|にはイベン

トステージがあり、 ilil人lでiifi動する 「童太政J

の子どもたちに 「愛 ・ 地球I!.~ J にちなんだ 111 1 を

披蕗してもらいました。威勢のいい掛け戸を機

にi1fi炎が始まり、小さな子どもたちが一糸乱れ

ず太鼓をたたく機子に他市のけi長や知事も感心

してみえ、拍手l喝采でした。

この後は、懇談会でしたがr:場や公闘を歩い

たのと子ども述の演奏の余iUlも手伝ってか、大

変和やかな"1で終えることができました。

最後になりましたが、最近のチどもは、「背任

気ブJだ。Jとか 「何を考えているのか分からな

い。JとかIlfJこえてき ますが、本当にそうでし

ょうか。太政や俸の手や鼓笛|啄と一生懸命取組

んでいる子がし、ます。そこには一生懸命指導す

る大人もいます。こういった繋がりが地域をつ

くっていってくれるのではないでしょうか。そ

んなことを改めて、考えさせられた今日このほi

です。

~孟語力システム』 のご加入のおすすめ
H与として病気やケガあるいは思いもかけぬことで心ならずも診療所を閉めなくてはなら

ないことがあります。そんな時、 代診制度により緊急に診抑所をみてもらえる ことがで

きたら、出、者さんにも家政にも迷惑をかけず、安心してご自身の治療に専念することがで

きる官ーです。このシステムを利j刊することにより 、会員は、いざという時に当委μ会を経

山して代診医を派遣してもらうことができます。(派遣WJJBJは・か月以内としますc)つ

まり、たった月額60万川の所得補償保険にご)111入される事によ って1か月間の代診匿を

確保するJ]i:ができるわけです。

・入会条件

(J) 愛知学院大学歯学部IIIJ窓会愛知県支部11::会日のうち、 JJi.夜、健康で正常に診療に従事

している会員で愛知県内に診療所を開設されていること。

(2) I百j窓会愛知県支部卒1m扶助システム委u会を窓口とする休業を補{賞する保険 (所得補

{州民|倹 ;J，~本契約似|倹令tJ '(¥(i60万)に加入すること。

砂 『相互扶助システムjに関するお問い合わせは……

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部『相互扶助システムj係

TEL(052)763ー 2182

または、 損保ジャパン株式会社名古屋企業営業部

担当/や1I野・河郁 TEL (052) 953ー 3862

F
h
u
 

E
EA
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-編集後記

「キンモクセイの芥りをごちそうさま」 ソIq:先のお'七にお礼を言いたいほど、ふくよかな芥り。

このような悠長なことを， iつてはおられないご時111:。

i泣近の新IHJ.テレビのニユースを見れば、111:少年犯JI¥が|メ|忠化 ・低年齢化していることが大きな

社会!日j姐にな っている 。 状々、 大人のマナーを心科ない~P'ii\' ，iii北な行為が r供たちに与える;長特は}.:.

き し、と .m~コれる 。

よく了イJ~は大人を見て行つと「?われるが、夜、たちは次 111:代を1Hう子供たちに立派な行動や千本を

がしているのだろうか。
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